２次案内
令和 3 年度

第７２回 北海道放送教育研究大会
第６６回 北海道視聴覚教育研究大会 合同大会 札幌大会
全道・全国の仲間とつながる場

Zoom による新しい形のオンライン大会

＜研究主題＞
ZOOM によるオンライン大会

心を揺さぶり 主体的・対話的で深い学びを創造する
放送教育・ICT 教育
それぞれの発達段階に合わせた
NHK for School を活用し
た実践例が盛りだくさん！！

Google Workspace for
Education や Google

実践発表

GIGA スクール環境を
生かし、子どもたち・
先生たちの学びの充実
をめざして！

基調講演
藤村 裕一先生を
お招きして

Jamboard の有効活用は？
Viscuit ってどう使ってるの？
興味のあるルームへ GO！

日時 令和 3 年１０月３０日（土）１０：００～１５：００
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【主催】
北海道地方放送教育研究協議会／北海道視聴覚教育連盟
全国放送教育研究会連盟／NHK 札幌放送局
【共催】
一般財団法人 NHK サービスセンター
一般財団法人日本視聴覚教育協会
日本学校視聴覚教育連盟／全国視聴覚教育連盟
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【主管】
札幌・石狩地区幼児放送教育研究会
札幌市小学校放送教育研究会／札幌市中学校放送教育研究会
札幌市視聴覚教育研究会
【後援】
内閣府／文部科学省／厚生労働省／北海道教育委員会
札幌市教育委員会／北海道私立幼稚園協会
北海道小学校長会／北海道中学校長会／北海道公立学校教頭会
札幌市小学校長会／札幌市中学校長会／札幌市小学校教頭会
札幌市中学校教頭会

実践発表

講座１

10：00～10：25

○ルーム A～E の中から、1 つ選んでください。

A ルーム 小学校（低学年）放送教育 「ＮＨＫ for Ｓｃｈｏｏｌ×GIGA スクール環境で『まとめ方改革』」

札幌市立厚別通小学校 教諭 髙橋 譲

『コノマチ☆リサーチ』と『しまった！』を視聴し、Google のアプリ Jamboard を活用し、壁新聞作りを行った実践を紹介します。初
めての方でも、次の単元から活用できます。
B ルーム 小学校（高学年）放送教育 「ＮＨＫ for Ｓｃｈｏｏｌと Chromebook を活用した総合的な学習の時間」

札幌市立芸術の森小学校 教諭 河目 真有

総合的な学習の時間で Chromebook を活用し、児童がテーマに沿ってスライドを作成後、NHK for School を視聴し、推敲
させる活動を通して、プレゼンテーション能力を高めていく授業の実践例を紹介します。
C ルーム 中学校 放送教育 「NHK for School の『アクティブ 10 理科』の活用と効果的なアプリの活用」 札幌日本大学中学校・高等学校 教頭 小路 徹
中学校理科の分類の学習について、NHK for School の『アクティブ 10 理科』を用いて、基準や共通性についての視点を学び
ます。また、子どもの多様な分類をタブレット端末のアプリを用いて交流します。
D ルーム 幼稚園・保育園 放送教育 「『カガクノミカタ』を活用した幼児期における探究心の醸成」

東月寒にれこども園 園長 松本 優雅

幼児期の探究心の醸成と、小学校での学習活動の接続を視野に、子どもたちが「予測」と「検証」と「共有」を行う実践です。事
象の観察を通して予測し、内容を整理して発表することに挑戦します。
E ルーム 小学校 視聴覚 「Google Workspace for Education こんな使い方はいかが？」

札幌市立あやめ野小学校 教諭 三浦 貴弘

GIGA スクールが始まって半年、各校で実践を積み上げていることと思います。小規模校の取組を窓口にしつつ、“どこでもできる”
活用法のあり方を探ります。

実践発表

講座２

10：30～10：55

○ルーム A～E の中から、1 つ選んでください。

A ルーム 小学校(低学年) 放送教育 「ＧＩＧＡスクール環境を生かした１年生におけるＮＨＫ for Ｓｃｈｏｏｌの活用」

札幌市立藤野小学校 教諭 立野 弘高

『すたあと』、『で～きた』など、１年生のスタートカリキュラムに適した番組の活用法や、GIGA スクール環境を生かした『おはなしのく
に』の実践例について紹介します。
B ルーム 小学校 放送教育 「ＧＩＧＡスクール環境を生かした理科番組の活用」 札幌市立山鼻南小学校 教諭 三浦 薫子 札幌市立山の手南小学校 教諭 中野 一平
NHK for School 理科のページにある番組の使い方や単元内での使い分けを３年生の理科で実践しました。２校で行った実
践例を紹介します。初めて番組活用する方も、次の単元から実践できます！
C ルーム 中学校 放送教育

札幌市立上篠路中学校 教諭 宮田 祐輔

GIGA スクール構想によって今年度から支給された Chromebook と Google Workspace for Education を活用し、公民
的分野「効率と公正」の授業を行いました。生徒の意見の吸い上げや、議論のツールとして ICT を活用しています。
D ルーム 幼稚園・保育園 放送教育 「身近な生き物たちをじっくり見つめる『しぜんとあそぼ』の番組活用」

旭川わかば幼稚園 教諭 後藤 優介

自然の不思議さや命の輝きを感じられる放送番組『しぜんとあそぼ』。番組を活用する中で、子どもたちが生き物に共感し、優しい
心を育んでいく様子を紹介します。
E ルーム 小学校 視聴覚

「GIGA スクール元年 管理職がすべきことは？」

札幌市立あやめ野小学校 校長 神 与博

環境の違う数校の取組を題材として取り上げ、管理職が整えるべき「ハード」、「使用法」、そして、「人材育成のビジョン」を交流し
合える場にしたいと考えています。是非ご参加ください。

実践発表

講座３

11:00～11:25

○ルーム A～E の中から、1 つ選んでください。

A ルーム 小学校 放送教育 「ＧＩＧＡスクール環境×道徳番組活用で全員参加の道徳学習」

札幌市立幌北小学校 教諭 安井 政樹

より多くの子が話し合いに参加しやすい状況をつくるために、道徳番組を活用しました。考え議論する時間を確保するために、
「AI テキストマイニング」を活用した実践を紹介します。
B ルーム 小学校（中学年） 放送教育 「ＧＩＧＡスクール環境を生かした体育科における番組活用」

札幌市立栄南小学校 教諭 上野 裕子

「もっと足を・・・。」「腕をこう・・・。」外から見ている人のアドバイスを、もっと本人に分かりやすくするのは・・・？一人一台端末と『はり
きり体育ノ介』を活用し、「できた！」「分かった！」があふれる学習をめざしました。
C ルーム 中学校 放送教育

北海道教育大学附属函館中学校 教諭

『10min ボックス』、『アクティブ 10 理科』、『動画クリップ』などの授業や授業外での番組活用を紹介します。また、本校で 5 年間
実践研究している「Chromebook の活用法」、「Google Workspace for Education」のことにも触れたいと思います。
D ルーム 幼稚園・保育園 放送教育 「年中長混合クラスにおける子どもたちが主体的に関われる番組活用を考える」

花川南認定こども園 教諭 黄金﨑 恵里

『しぜんとあそぼ』の”あり”の視聴を通して、子ども一人一人から出てくる疑問、興味、関心を取り上げ、子ども同士で考え合いなが
ら、理解を深めて様々な活動へと発展できる環境づくりを考えていきます。
E ルーム 中学校 視聴覚 「タブレット端末を活用した授業実践と校内研修」

新得町立新得中学校 教諭 田中 恵美 新得町立新得中学校 教諭 青木 大地

タブレット端末を活用し、生徒が共に学び合う中で、主体的に課題解決を図る授業（数学、総合的な学習の時間等）の実践
例と職員の校内研修におけるタブレット端末の活用例について紹介します。

ワークショップ

12：40～13：30

○Ａ～Ｅの中から１つ選んでください。

「Google Workspace for Education や NHK for School はこう使おう！」

A

札幌市立澄川西小学校

教諭 小森 量平

札幌市立定山渓小学校

教諭 平間 健介

Google Workspace for Education や NHK for School を活用し、その実現に向けての力を高めてみませんか？日々の授業で活用したい方におすすめです。

「低学年における一人一台端末活用

Ｂ

はじめの一歩」

札幌市立幌北小学校

教諭 安井 政樹

低学年でも楽しくできる一人一台端末活用をご紹介します。今回は「Viscuit」を中心に体験的に学ぶワークショ
ップです。「誰でもすぐできる」を目標に初心者向けのワークショップです。
「Google Jamboard を有効活用～シンキングツールで授業改善」

Ｃ

札幌市立平岡中央小学校

教諭 川上 勇気

「協働的な学び」に非常に有効なアプリである Jamboard。これをシンキングツールと合わせて活用し、どのように
児童の思考をまとめていくか、参会者のみなさんと一緒に考えていきます。

「一人一台端末の導入座談会」

Ｄ

札幌市立藤野小学校

教諭 立野 弘高

「GIGA スクール構想」により配付された一人一台端末。これまで、どのように導入してきたか、そして今後、どのよ
うに活用していくか。実践例をもとに参会者のみなさんと交流していきます。

「お手軽ＮＨＫキッズの活用術」

Ｅ

ＮＨＫ

ディレクター 小林 拓矢

NHK for School の低年齢版アプリの「NHK キッズ」。手軽にできる活用術を参会者のみなさんとともに考えるこ
とで、「あ、これなら自分でも使えそう！」を生み出すワークショップです。
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【主な役職・活動等】
首相官邸（内閣官房）の「教育再生実行会議」初等中等教育ＷＧ委員、
「デジタル化タスクフォース」委員として、今後の教育の在り方について協議している。
文部科学省では、「教育データの利活用に関する有識者会議」座長代理、
「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」、総務省では「地域情報化アドバイザー」、
「ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリー編集委員」委員長として、現場での教育情報化を支援している。

【著書・開発サイト等】
・『情報教育マイスター入門』 共著（ぎょうせい）

・『情報モラル教育実践ガイダンス』 編著 （文部科学省）

・『アクティブラーニング対応わかる！書ける！授業改善のための学習指導案』 （ジャムハウス）
・『学校情報セキュリティハンドブック』 （経済産業省）

など 多数の著書

オンライン大会

https://bit.ly/3CoHbhB

右記の二次元バーコード及びＵＲＬから申し込みください。

。申し込み〆切：１０月２２日（金）
申し込みフォームにそって、必要事項の記入をよろしくお願いいたします。
「研究紀要（pdf 版 当日資料）」と大会当日の「Zoom ミーティング ID」と「パスワード」
については、前日までに申し込み時に登録していただいたメールアドレスへ送付いたします。
大会終了後にまとめる「研究集録」をご希望の方は、申し込みフォームで購入希望を選択のあと、
１０００円（送料込み）を下記の口座に１１月１３日（土）までにお振込みください。
振込手数料については、各自でご負担くださるよう、お願いいたします。

【前日までのお問い合わせ】

【当日のお問い合わせ】

大会事務局

大会事務局

小松 靖一（札幌市立月寒小学校）

TEL（011）851-9348 FAX（011）851-2358

小松 靖一

札幌市立あやめ野小学校 TEL（011）855-3406

